
全学DP

学科DP

科目群 1年前期 1年後期 2年前期 2年後期

人間の研究　勤労Ⅰa 人間の研究　勤労Ⅰb

日本国憲法

図画工作Ⅰ 図画工作Ⅱ 小児体育Ⅰ 小児体育Ⅱ

教育課程論 児童家庭福祉 教育原理 教職概論

教育心理学 障害児保育Ⅰ

社会的養護 保育者論 社会的養護内容 障害児保育Ⅱ

社会福祉論 保育内容総論 相談援助

保育原理 保育内容の研究　言葉 保育内容の研究　環境

保育内容の研究　表現 保育内容の研究　人間関係 保育内容の研究　健康

保育の心理学

音楽鑑賞法 声楽 音楽療法概論 身体表現及び即興演奏法

合唱Ⅰ 音楽理論

こども音楽療育概論

あそびと音楽Ⅰ あそびと音楽Ⅱ 生活 保育・教職実践演習

あそびと言葉 子どもの保健Ⅱ 保育指導法Ⅱ（言葉・人間関係） 保育指導法Ⅰ（環境・健康）

保育指導法Ⅲ（表現）

音楽療法演習 こども音楽療育演習

音楽療法総合演習

人間の研究　礼節Ⅰa 人間の研究　礼節Ⅰb

家庭支援論 保育相談支援

視聴覚教育

幼児教育相談

臨床心理学

器楽活用法 

コミュニケーション英語Ⅰ

健康の科学/体育実技

低年齢児保育

学科DP

情報処理概論

①　保育者として社会的使命と責任を
自覚し、専門的な知識・技術の習得に
努め、常に自己の資質向上に努める
ことができる。

③　同僚、保護者、地域の人々と良好
な人間関係を築き、相手を尊重したコ
ミュニケーションをとることができる。

一般教育科目

専門教育科目

音楽療法士
子ども音楽療育士

Ⅰ　自他を大切にし、礼儀正しく行動できる。
Ⅱ　自己と環境をより良くできる。
Ⅲ　適切に情報を集め、しっかり考え、それをわかりやすく説明できる。
Ⅳ　多様な人々とコミュニケーションをとり、協力できる。
Ⅴ　大学で学ぶ専門知識や技能を実際場面に活用できる。

①　保育者として社会的使命と責任を自覚し、専門的な知識・技術の習得に努め、常に自己の資質向上に努めることができる。
②　子どもの発達段階や個性を理解し、保育を計画・実践記録し、子どもに適切な援助や支援を行うことができる。
③　同僚、保護者、地域の人々と良好な人間関係を築き、相手を尊重したコミュニケーションをとることができる。

②　子どもの発達段階や個性を理解
し、保育を計画・実践記録し、子どもに
適切な援助や支援を行うことができ
る。

保育科　履修系統図

器楽Ⅰ 器楽Ⅱ

子どもの食と栄養

子どもの保健Ⅰ

一般教育科目

専門教育科目

音楽療法士
子ども音楽療育士

専門教育科目

音楽療法士
子ども音楽療育士



全学DP

学科DP

ビジネス
コース目

標

科目群 1年前期 1年後期 2年前期 2年後期

一般教育科目 キャリアガイダンスⅠ キャリアガイダンスⅡ

ビジネス実務総論 ビジネス実務総論Ⅱ ビジネス文書管理

企業簿記Ⅰa 企業簿記Ⅰｂ

企業簿記Ⅱａ 企業簿記Ⅱｂ

秘書学概論

情報処理論

情報機器利用プレゼン
テーション演習

プレゼンテーション概
論

プレゼンテーション演
習

イラスト入門
ヴィジュアル・デザイ
ン

基礎経済 現代ビジネス論 マーケティング

販売学総論Ⅰ 販売学総論Ⅱ

ファイナンシャルプラ
ンナー総論Ⅰ

ファイナンシャルプラ
ンナー総論Ⅱ

経営学総論

ブライダル概論

情報サービス論

実践ビジネス演習Ⅰ 実践ビジネス演習Ⅱ

企業実習Ⅰ 企業実習Ⅱ

図書館概論 図書・図書館史

図書館サービス概論 図書館情報技術論

図書館情報資源概論 情報資源組織論

図書館情報資源特論 図書館制度・経営論

図書館実習

人間の探求Ⅰa（礼節） 人間の探求Ⅰb（礼節）

人間の探求Ⅱa（勤労） 人間の探求Ⅱb（勤労）

キャリアガイダンスⅠ キャリアガイダンスⅡ

スタディ・スキル

日本語表現法 日本語トレーニング 実践話しことば

Business　English

日本文化論 アジア地域研究

映像に見る異文化理解 国際文化論

看護概論

イラスト入門

情報処理論

秘書学概論 基礎経済

ビジネス実務総論

実践ビジネス演習Ⅰ 実践ビジネス演習Ⅱ

企業実習Ⅰ 企業実習Ⅱ

キャリアガイダンスⅠ キャリアガイダンスⅡ

Business　English

日本語表現法 日本語トレーニング 実践話しことば

情報機器利用プレゼン
テーション演習

プレゼンテーション概
論

プレゼンテーション演
習

実践ビジネス演習Ⅰ 実践ビジネス演習Ⅱ

企業実習Ⅰ 企業実習Ⅱ

ビジネス実務演習 ビジネス実務演習Ⅱ

卒業研究

卒業研究

コミュニケーション英語Ⅰ

健康の科学

体育実技

コミュニケーション英語Ⅰ

ビジネス実務演習Ⅱ

情報資源組織演習

情報サービス演習

ビジネス実務演習Ⅱ

平成３０年度用　現代ビジネス科　ビジネスコース　履修系統図

Ⅰ　自他を大切にし、礼儀正しく行動できる。
Ⅱ　自己と環境をより良くできる。
Ⅲ　適切に情報を集め、しっかり考え、それをわかりやすく説明できる。
Ⅳ　多様な人々とコミュニケーションをとり、協力できる。
Ⅴ　大学で学ぶ専門知識や技能を実際場面に活用できる。

①　社会人としての力を身につけ、各分野の専門的知識・技能を活かして社会に貢献することができる。
②　教養を深め、自らを磨こうとする努力を継続することができる。
③　自他を尊重して、さまざまな場でコミュニケーションを図ることができる。

（１）　ビジネスに関する基礎から応用までのスキルをもとに、自分自身の仕事観を身につけている。
（２）　思考する力を持ち、将来のスペシャリストとして学び続ける能力を身につけている。
（３）　コミュニケーション能力を身につけ、社会人として適切な対応をとることができる。

学科DP

ビジネス実務演習

情報処理演習Ⅰ 情報処理演習Ⅱ

③　自他を尊重して、さまざまな場で
コミュニケーションを図ることができ
る。

①　社会人としての力を身につけ、各
分野の専門的知識・技能を活かして
社会に貢献することができる。

②　教養を深め、自らを磨こうとする
努力を継続することがができる。

専門教育科目

一般教育科目

一般教育科目

専門教育科目

図書館学科目



全学DP

学科DP

医療事務・
医療秘書
コース目

標

科目群 1年前期 1年後期 2年前期 2年後期

一般教育科目 キャリアガイダンスⅠ キャリアガイダンスⅡ

ビジネス実務総論 ビジネス文書管理

企業簿記Ⅰa 企業簿記Ⅰｂ

企業簿記Ⅱａ 企業簿記Ⅱｂ

秘書学概論 医療秘書学概論

秘書実務演習Ⅰ 秘書実務演習Ⅱ 医療秘書実務Ⅰ 医療秘書実務Ⅱ

情報処理論

情報機器利用プレゼン
テーション演習

プレゼンテーション概
論

プレゼンテーション演
習

企業実習Ⅰ 企業実習Ⅱ

医療用語Ⅰ 医療用語Ⅱ 健康と疾病

解剖生理Ⅰ 解剖生理Ⅱ 患者論と医の倫理

臨床検査と薬の知識Ⅰ 臨床検査と薬の知識Ⅱ

医療保険事務概論Ⅰ 医療保険事務概論Ⅱ 医療関係法規Ⅰ 医療関係法規Ⅱ

医療情報学（集中）

メディカル・コミュニ
ケーション論

疾病各論Ⅰ 疾病各論Ⅱ

人間の探求Ⅰa（礼節） 人間の探求Ⅰb（礼節）

人間の探求Ⅱa（勤労） 人間の探求Ⅱb（勤労）

キャリアガイダンスⅠ キャリアガイダンスⅡ

スタディ・スキル 日本語表現法

日本語トレーニング 実践話しことば

日本文化論 アジア地域研究

映像に見る異文化理解

イラスト入門
ヴィジュアル・デザイ

ン

ビジネス実務総論 現代ビジネス論 経営学総論

ファイナンシャルプラ
ンナー総論Ⅰ

ファイナンシャルプラ
ンナー総論Ⅱ

ブライダル概論

情報処理論

企業実習Ⅰ 企業実習Ⅱ

秘書学概論 医療秘書概論

看護概論

医療保険事務概論Ⅰ 医療保険事務概論Ⅱ

キャリアガイダンスⅠ キャリアガイダンスⅡ

日本語表現法

日本語トレーニング 実践話しことば

情報機器利用プレゼン
テーション演習

プレゼンテーション概
論

プレゼンテーション演
習

企業実習Ⅰ 企業実習Ⅱ

医療秘書実務Ⅰ 医療秘書実務Ⅱ

メディカル・コミュニ
ケーション論

一般教育科目

医療情報処理

卒業研究

情報処理演習Ⅰ

体育実技

平成３０年度用　現代ビジネス科　医療事務・医療秘書コース　履修系統図

Ⅰ　自他を大切にし、礼儀正しく行動できる。
Ⅱ　自己と環境をより良くできる。
Ⅲ　適切に情報を集め、しっかり考え、それをわかりやすく説明できる。
Ⅳ　多様な人々とコミュニケーションをとり、協力できる。
Ⅴ　大学で学ぶ専門知識や技能を実際場面に活用できる。

①　社会人としての力を身につけ、各分野の専門的知識・技能を活かして社会に貢献することができる。
②　教養を深め、自らを磨こうとする努力を継続することがができる。
③　自他を尊重して、さまざまな場でコミュニケーションを図ることができる。

（１）　医療チームの一員として基本的な技能を身につけ、適切に活用することができる。
（２）　豊かな心を持ち、スキルアップの努力を続けることができる。
（３）　コミュニケーション能力を身につけ、社会人として適切な対応をすることができる。

学科DP

医療秘書実技演習

コミュニケーション英語Ⅰ

専門教育科目

②　教養を深め、自らを磨こうとする
努力を継続することがができる。

一般教育科目

卒業研究

専門教育科目

③　自他を尊重して、さまざまな場でコ
ミュニケーションを図ることができる。

ビジネス実務演習

医療保険事務演習

医療秘書実技演習

医療秘書実技演習

コミュニケーション英語Ⅰ

健康の科学

専門教育科目

①　社会人としての力を身につけ、各
分野の専門的知識・技能を活かして
社会に貢献することができる。
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